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＜平成２８年度 県南地区市民活動サポート業務＞ 
 

１．事業概要 
 

事 業 名 県南地区市民活動サポート業務 

事業目的 

 

 

秋田県南部男女共同参画センター内において「南部市民活動サポートセンター」を

運営し、ボランティア・ＮＰＯ活動に関する相談業務と関連情報の提供を行うこと

により、市民活動の促進を図る。 

○1 相談対応・情報収集提供（掲示板）・普及啓発に関する業務 

○2 情報発信・管理業務（情報の発信・収集した情報の累積と活用）情報誌発行 

実施時期 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

実施場所 秋田県南部男女共同参画センター内［南部市民活動サポートセンター］ 

従事者の人数 ２名 

受益対象者の 

範囲及び人数 

秋田県南地区市民活動団体・ボランティア ＮＰＯ法人 

一般市民 企業 学校 

委託総額（円） ４，１９４，５６０円 

 

２.事業内容 
 

市民活動促進事業として「県南地区市民活動サポート業務」を実行した。 

 

「相談業務」に関しては年間４２９件の相談があり、昨年よりやや減少した。 

傾向として、ＮＰＯ法人に関しては、事業運営について、会計経理、設立相談、資金の確保が多く、

ボランティア・市民活動団体からは、団体の運営・活動・後継者不足・参加者募集に関する相談が

最も多かった。分野では、福祉の増進、まちづくりの増進に続き、雇用の促進に係るもの、子ども

の健全育成などの増加がみられた。 

特に女性が独立して起業するために法人格を取得するとの相談や、子どもの貧困等に関わる活動

の相談もあった。フリースクールを立ち上げたいといった相談もあり、子どもをキーワードにした

つながりがセンターから生まれ、社会福祉協議会との協働になる可能性もある。 

 

これまでと同様に、行政・企業・ＮＰＯ・学校など各セクターからそれぞれの活動に対する協働

の相手として、共に活動が出来る相手の照会とマッチング・コーディネートを求められ、年々増加

の傾向にある。法人の他の事業との関わりから、地縁組織からの相談も増加している。 

相談対応の中から協働連携事業につながるものもあり、協力しながら進めた。 

 

これまでも若者が参加しやすい情報交換と交流の場づくりを推進してきた。 

高齢者の社会参加の機会は、本人の意思があればたくさんの活動ができる状況にある。 

一般のごく普通の若者が、当たり前に地域社会に参画し行動できるような、新たな仕組みの必要

性を感じやり始めたものだ。 

今年度はサポートセンターとの協働として「全県合同若者会議ネットワーク」実行委員と共に、

全県の若者の地域活動の活性化と新しい参加者の掘り起しをめざして、横手市において自由な意見

交換とこれまでの若者会議の歴史を共有し振り返る場を設定し今後の活性化をめざした。 

毎月１回はセンターにおいて「よこて若者会議」の集まりがある。 

 

県南の多様な市民が自由に集まり意見交換できる「しゃべるヴェ」をセンターで再開しその中か

らリノベ研究会が立ち上がり、横手地区の課題解決にむけて活動をはじめた。 

 

全県のＮＰＯが集まる「ＮＰＯ会議」が開催できたことも成果だった。 
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「情報発信・管理業務」に関しては、ボランティア・ＮＰＯ活動の取材及び情報収集業務として、

情報誌の編集を行った（年 10回発行、市民活動情報ネットの掲載および法人自主事業として市民活

動支援センターや銀行への設置、市民活動団体へのメール配信）。 

法人ホームページ及びサポートセンターブログの内容を充実するよう、最新の助成金、イベント

の情報を提供することを心がけた。 

誌面の充実に対しては、NPO会議、全県合同若者会議の報告として掲載した。 

高校生記者による「わくわくげんき」では、

記者本人から自身のコミュニケーションの上

達が感じられたとの報告を得る事が出来た。ま

た、高校生への市民活動情報およびボランティ

ア募集情報提供のための掲示版について高校

に働きかけ設置のきっかけも創ることが出来

た。 

 

 

 

【取材先の市民活動者からの声】 

①  市民活動団体からの情報発信支援、情報発信力の向上支援としては、団体からのイベント情報

の提供をもらい、当センターブログにて掲載をした。情報誌は、貴重な広報資料ができたと喜

ばれ、イベント情報は集客へつながったとの声があった。 

②  市民活動の活性化に対しては、情報誌取材団体からは、高校生記者による取材は、若い人に共

感を与えたことや活動の見直しができたという感想を得た。一定の支援につながったことが分

かった。さらに、追加取材申し込みなどもあり、高校生の意欲へつながった。 

③  市民活動団体のニーズ把握としては、取材団体の声としては得られたが、具体的アプローチま

では結びつかなかった。 

 

【市民活動団体のサービスの受益者に対して】 

紙面で取り上げることにより座談会に参加できない人にも取り組みを知ってもらうことに関して

は、取り組みを知ってもらう機会にはなっているが、インターネット媒体では効果的に情報が行

き届いていないことがあった。FaceBook等の利用も考慮していきたい。 

 

【無関心層へのアプローチに関して】 

情報誌を印刷し公共施設や銀行に設置しているが、読者が不特定である。だが、徐々にではある

が周知され、「見ている」との声も聞かれているが設置の効果は、まだ足りていない。配布数も圧

倒的に足りなかった。 

 

３.今後の課題について 
「相談業務」に関しては、それぞれの事業毎のセンター職員の専門的スキルアップもあり、法人

全体として相談体制を組むことが可能になったが、各セクターの情報収集をさらに促進し、地域の

ＮＰＯ等と共に相互補完出来る相談体制にして行きたい。 

 

「情報発信・管理業務」に関して至急改善が必要なこととして 

① 読者の減少がある。この原因は、秋田県市民活動情報ネットを利用している読者が少ないこと 

「関心がなくても届く情報」から「関心がある人が取りに行く情報」へ変化したことで、ネット

環境がなく恩恵を得られない、情報を調べる時間が作れない方の発生と、近場にあった印刷物の

情報誌を空き時間で見ていた読者が減少したようである。 

○2  関心層の発掘とアプローチ不足 

○3  市民活動団体へのニーズ（団体の後継者不足、資金調達等）に応える取り組みについても今後

対策が必要である。 
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平成２８年度全県合同若者会議実施報告書 
 

書類提出日：平成２９年２月１５日 

団 体 名 秋田県若者会議ネットワーク 

事 業 名 平成２８年度全県合同若者会議 

期日及び期間 平成２９年１月１４日（土）16：00～21：00 

 

活 動 内 容 

全県合同若者会議を開催することにより、参加者に各地区での若者会議の普段の

活動や理念を詳しく知ってもらい仲間としての参加を促す。若者会議を必要とす

る地域住民・企業・ＮＰＯなどとのマッチングを図り、多様な活動のなかで秋田

の元気につなげていく。 

 

目 的 

参加した一人一人が地域の良さを再認識したり、仲間を得たりする機会となる場

をつくり、個人としても各地区の若者会議としても行動するきっかけになること

を目的とする。 

各地域の活動報告をすることにより、自分が住む地域外の活動を知ってもらい、

自分が住む地域はもちろんのこと、他地域へも興味を持ってもらう。参加者の人

となりがわかるような交流を行い、人対人でつながるようになる。それによって、

若者会議ネットワークを通じて各地域の若者会議同士だけでなく個人間も連携

することにより、地域へ愛着を持って行動するプレーヤーを増やすことが期待で

きる。また、若者会議をより多くの人へ知ってもらうことにより、他団体と連携

し、活動の幅を広げることも期待できる。 

結 果 

本会終了後、各地区若者会議への参加の申し込みがあり、新規参加者の獲得とな

った。 

既存参加者に関しても、他地区の若者会議について理解を得ることができ、活動

の推進に繋がった 

 

ふりかえり 

 

（自己評価） 

① 活動の公共性について 

若者が地域に関して考え話せる場を用意できた。これを機に地元の地域活動にも

興味を持ってもらうきっかけとなった。 

② 活動の具体性について 

秋田県各地における現状の課題を共有することで、今現在自分の住んでいる地域

について考えることができ、具体的な問題解決に向けて行動を起こす事ができる

ようになった。 

③ 費用の妥当性について 

妥当。秋田県南ＮＰＯセンターの協力もあり適正に活用した。 

④ 活動の継続性について 

各地区若者会議団体が定例会を開催出来るよう事務局でサポートしていきたい。

新規参加メンバーに関しても続けてサポートが必要。 

⑤ 活動の独創性について 

秋田県での若者の団体として地元に密着した活動を続けていく過程で考えられ

た独創的なアイディアを大事にしていきたい。 

⑥ 事業全体をふりかえって 

多数の参加者に恵まれ、目的を達成できた。 

これからもこの活動を継続して行きたい。 
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〈地域協働連携推進事業（県南地区）〉 

１．事業概要 

事 業 名 地域協働連携推進事業（県南地区） 

事業目的 

 

 

地域の課題やニーズに対応し活性化を図っていくため、協働の担い手である多様な

主体の交流機会を提供することで「地域協働」の裾野を広げ、県民の社会参加活動

及び協働実践活動を推進するとともに、協働による地域活動が自立的に継続してい

く仕組みづくりを進める。 

実施時期 平成２８年４月１５日～平成２９年３月３１日 

受益対象者 一般市民、ＮＰＯ、企業、学生、金融機関、教育機関、行政等 

委託総額（円） ３，４９５，０００円（委託先：秋田県） 

 

【数値目標と実績】 

内 容 目標 実績 

地域課題解決のための協働実践件数 3 3 

 

２. 事業内容 

（ １ ）多様な主体が集う地域課題検討協議会の開催 

ＮＰＯ法人、行政（市町村、地域振興局）、団体・企業、学生、地域金融機関等が集う「地域課題検

討協議会」を開催。地域課題に適応する「調査・実践活動部隊」を選定、協議会構成員等の後押し

により、解決への行動をおこす。 

（ ２ ）「ＮＰＯ派遣相談員」による支援 

 ＮＰＯ派遣相談員による、ＮＰＯ・市民活動団体等へ活動支援や相談対応、ＣＢ（コミュニテ

ィビジネス）立ち上げ支援やＣＳＲ（企業の社会貢献）促進、起業後の継続支援、協働事業支

援等の実施。（南部市民活動サポートセンターと連携） 

 ＣＢ起業者への助言等による立ち上げ後の支援、ＣＢ普及促進等交流会及び経営相談の実施。 

 あきたスギッチファンド支援の実施。 

 

（ ３ ）社会参加の促進、協働の担い手の確保 

 地域住民、ＮＰＯ等からの要望に応じた学習会等を企画・実施。 

 ＮＰＯ等個々の現状・課題やニーズの把握、ＮＰＯ活動の情報発信、ＮＰＯ活動調査の実施。（南

部市民活動サポートセンターと連携） 

 協働の担い手となる新しい人材の確保や即戦力となる人材の育成を目的とした、各地域の学校等

における講座を実施。（南部市民活動サポートセンターと連携） 

 

３. 実施状況と成果 

事業実施内容をまとめた「事業実績報告書」を参照ください。 
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平成２８年度 地域協働連携推進事業（県南地区） 

事 業 実 績 報 告 書 
 

特定非営利活動法人 秋田県南ＮＰＯセンター 

 

 

（１） 多様な主体が集う地域課題検討協議会の開催 

１．地域課題検討協議会 

仙北地区 

開催日時： 第 1回 平成 29年 1月 13日（金） 

第 2回 平成 29年 2月 1日（水） 

会   場： 大仙市市民活動交流拠点センター 

参加人数： １０名 （企業、金融機関、商工団体、地域団体、NPO、学校、行政） 

話し合い

の概略： 

【開催方法】 テーマに沿ってフリートークによる話し合い 

【検討協議の結果】 

 古い建物や文化財、街並み等の地域資源が生かされないまま地域が衰退してい

く。安易な文化財保護や観光化では解決できない。 

 この課題テーマのもと、参加者で「雄物川流域おこめ文化研究会」（略称：こめけ

ん）を結成、実践行動に向けた調査等を行う。協議会は、この活動を支援していく。 

 

 

 

平鹿地区 

開催日時： 第 1回 平成 28年 6月 29日（水） 

第 2回 平成 28年 7月 19日（火） 

第 3回 平成 28年 8月 24日（水） 

会   場： 秋田県南部男女共同参画センター 

参加人数： ２４名 （会社員、地域活動者、企業、地域団体、NPO、NGO、市議会議員、行政） 

話し合い

の概略： 

【開催方法】 テーマに沿ってフリートークによる話し合い 

【検討協議結果（地域課題のテーマ）】 

 公共施設等の統廃合で公的資源が活用されなくなる課題を受け、市民の手で再活

用する方法はないか。 

この課題テーマのもと、参加者有志を中心に「温泉リノベ研究会」を結成、実践行

動に向けた調査等を行う。協議会は、この活動を支援していく。 
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雄勝地区 

開催日時： 第 1回 平成 28年 7月 25日（月） 

第 2回 平成 28年 8月 23日（火） 

第 3回 平成 28年 9月 13日（火） 

会   場： 湯沢市役所本庁舎２階 会議室 

参加人数： １１名 （会社員、企業、地域団体、NPO、社協、行政） 

話し合い

の概略： 

【開催方法】 テーマに沿ってフリートークによる話し合い 

【検討協議結果（地域課題のテーマ）】 

 地域のネット情報問題（子ども・親の情報リテラシー、シニア層の情報格差）に

ついて解消の兆しがない。 

この課題テーマのもと、参加者で「湯沢雄勝ネット活用促進協議会」（通称「あ

んしんねっと」）を結成、実践行動に向けた準備等を行う。協議会は、この活動を

支援していく。 

 

 

 

２．調査・実践行動 

仙北地区 

部 隊 名： 雄物川流域おこめ文化研究会 （略称：こめけん） 

ﾒﾝﾊﾞｰ数： １０名 （３０～６０代） 

テ ー マ： 秋田の米文化を発掘し内外に発信し、地域住民が自地域を知り、交流人口を

増やしたい。 

活動内容： 具体的な方策について、メンバーのアイディアをまとめていった結果、仙北地

域（雄物川流域）の共通財として「米文化」がキーワード化された。情報の見える

化や地域を学ぶツールとして、米文化にまつわるヒト・モノ・自然・体験・歴史とい

ったものがわかる「手札を作ろう！」との結論に至った。今後としては、手札の作

成について動いていく。 
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平鹿地区 

部 隊 名： 温泉リノベ研究会 

ﾒﾝﾊﾞｰ数： １７名 （２０～６０代） 

テ ー マ： 廃止或いは民間譲渡予定の公共施設、その利活用について市民レベルで協議、

あり方を考えていく。 

活動内容： 協議ミーティングや調査活動（施設視察等）を 10回以上実行した。施設運用の可

能性や施設のリノベーションなど、メンバーからのアイディアを具体的に検証してい

った。今後は、これらのアイディアを実践していくため、次年度に予定されている温泉

施設の民間譲渡公募に向け設立予定の運営会社とコラボしていく。 

 

 

 

 

 

 

雄勝地区 

部 隊 名： 湯沢雄勝ネット活用促進協議会 （通称「あんしんねっと」） 

ﾒﾝﾊﾞｰ数： １１名 （２０～６０代） 

テ ー マ： 「情報格差、情報リテラシー問題」を解消したい、その第一歩となる行動を起こす。 

活動内容： ① インターネットトラブル防止に関する講演活動 児童・生徒、親世代、教職員向け 

11月 2日（水） 第 31回 商業者と学校関係者の懇談会 （講演、話題提供） 

12月 9日（金） 湯沢市立湯沢南中学校、ＰＴＡ 

（ＳＮＳの有効活用の仕方について考える集会） 

 

 

 

 

 

 

 

② シニア向けタブレット体験会（全５回） 会場：湯沢市役所本庁舎２階 会議室 

 

 

 

 

 

 

 
第 1回 11月 12日（土）  第 4回 12月 10日（土） 

第 2回 11月 20日（日）  第 5回 12月 18日（日） 

第 3回 11月 27日（日） 
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（２） 「ＮＰＯ派遣相談員」による支援 

１．ＣＢ立ち上げ支援 

団体名 支援内容 

(特活)ＮＰＯ横手駅西口 

駅前街づくり 

ＣＢ事業「青空チャレンジショップ等」について、相談対応（開

催資金調達等）を行った。検討の結果「元気あきた資金」へ

申請手続きを行うこととなり、その支援を行った。 

忠義な猫の会 まちおこし活動とその運営について、相談対応や支援活動

を行った。その結果、クラウドファンディングにてプロジェクト

成立（1,910,000円）、１１月には拠点施設「忠猫の館」がオー 

プンした。 

湯沢七夕絵灯ろう活性化 

協議会 

ＣＢ事業「伝統行事・文化の継承による地域の活性化」を行

うＮＰＯ法人設立と運営等について、相談対応や支援活動を

行った。その結果３月にＮＰＯ法人として認証された。 

和田 彰 ＣＢ事業「福祉目的の塾」について、相談対応や支援活動を

行った。その結果、平成２９年度より開始できる目途が経っ

た。秋田県のＣＢ事業補助金を活用予定。 

あきた美遊路 

（NPO法人設立申請中） 

ＣＢ事業「小規模事業者向け PR支援」について、相談対応

や支援活動を行った。その結果、平成２９年度より開始でき

る目途が経った。秋田県のＣＢ事業補助金を活用予定。 

 

 

２．ＣＳＲの促進 

企業名等 促進内容 

(認定特活)あきたスギッチ 

ファンド 

公開審査会へのスタッフ参加等、運営面を支援大型ショッピン

グセンターの催事（地産地消まつり等）への協力 

㈱日本政策金融公庫 NPO向け経営相談・CB支援等 

県内各金融機関 NPO向け経営相談・CB支援等 

協同組合横手卸セミナー 協働事業（学生と企業との交流事業）の運営支援 

イオンモール㈱ 地域団体の物販活動場所提供 

イオンスーパーセンター㈱ 地域団体の物販活動場所提供 

㈱ソリマチ NPO向けソフト普及、マイナンバー制度等の情報提供支援 

ＦＡＮ ＡＫＩＴＡ 

（運営会社：秋田魁新報社） 

市民活動やＣＢ等の活動資金獲得に関する支援活動 
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３． ＣＢ普及促進等交流会 

まなぶ！つながる！あきたＮＰＯ会議～ＮＰＯ活動が秋田を変える～ 

開催日時： 平成 28年 10月 16日（日） 13:00～16:00 

会   場： 秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」 会議棟、研修室 1・2・3 

開催内容： ・情報タイム「あきた SB/CBサポートネットワークによる支援体制について」 

日本政策金融公庫秋田支店 

     融資第二課長 堀井 知行 氏 

・まなびあう分科会（４分科会） 

・全体会（まとめ） 

・分野でつながる名刺交換会 

・各団体からの情報提供、参加感想など 

 ※ 県内の３センターにより実行委員会を立ち上げ、 

企画・運営を行った。 

参加人数： １００名 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＢ・協働大報告会 

開催日時： 平成 29年 2月 26日（日） 10:00～16:30 

会   場： 秋田県南部男女共同参画センター 

開催内容： ・平成２８年度ＣＢ補助金採択団体による事業報告（６団体） 

・当事業による地域協働の実践事例発表（全県１０件） 

・交流会（参加者同士による取り組み情報の共有やネットワーク拡大） 

参加人数： ３８名 
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４． 経営相談 

秋田市 （まなぶ！つながる！あきたＮＰＯ会議～ＮＰＯ活動が秋田を変える～終了後） 

開催日時： 平成 28年 10月 16日（日） 16:00～17:00 

会   場： 秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」 会議棟 

相談対応： ・南部市民活動サポートセンター センター長 高城 憲子 

・(特活)秋田県南ＮＰＯセンター 今 拓也 （ＮＰＯ派遣相談員） 

 ※ ＮＰＯなんでも相談ブース（7ブース）のうち、「税務・ＮＰＯ会計」を担当 

相談件数： ２団体（２名） 

 

 

湯沢市 （クラウドファンディングセミナー終了後） 

開催日時： 平成 29年 1月 21日（土） 15：30～16：30 

会   場： 湯沢市役所本庁舎２階 会議室 

相談対応： ・秋田魁新報社 経営企画室室長 田口 清洋 氏（FAN AKITA） 

・日本政策金融公庫秋田支店 融資第二課長 堀井 知行 氏 

・(特活)秋田県南ＮＰＯセンター 理事 髙橋 茂 

相談件数： ３団体（５名） 

 

 

美郷町 （クラウドファンディングセミナー終了後） 

開催日時： 平成 29年 2月 19日（日） 12：00～13：00 

会   場： 美郷町住民活動センター 

相談対応： ・秋田魁新報社 経営企画室室長 田口 清洋 氏（FAN AKITA） 

・日本政策金融公庫秋田支店 融資第二課長 堀井 知行 氏 

・(特活)秋田県南ＮＰＯセンター 理事 髙橋 茂 

相談件数： ４団体（４名） 

 

 

横手市 （ＮＰＯ法人の事務まるごとセミナー終了後） 

開催日時： 平成 29年 3月 8日（水） 15：45～18：00 

会   場： 秋田県南部男女共同参画センター 

相談対応： ・南部市民活動サポートセンター センター長 高城 憲子 

・(特活)秋田県南ＮＰＯセンター 理事 髙橋 茂 

・         〃         今 拓也 （ＮＰＯ派遣相談員） 

相談件数： ５団体 （９名） 
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（３） 社会参加の促進、協働の担い手の確保 

１． 学習会 

クラウドファンディングセミナー～ 知っておきたい！ＮＰＯ活動資金獲得のシカタ ～ 

開催日時： 平成 29年 1月 21日（土） 13：30～15：30 

会   場： 湯沢市役所本庁舎２階 会議室 

講座内容： 

講   師： 

・クラウドファンディングの概要や利用方法等の説明 

秋田魁新報社 経営企画室室長 田口 清洋 氏 

・クラウドファンディングの利用体験談等 

湯沢ストリート村 実行委員 葛西 英樹 氏 

・ＮＰＯへの融資に関する情報、CB/SB支援情報 

日本政策金融公庫秋田支店 融資第二課長 堀井 知行 氏 

・ＮＰＯ向けの補助金に関する情報、団体支援活動情報 

(特活)秋田県南ＮＰＯセンター 理事 髙橋 茂 

(特活)まちおこし結っこ 理事長 山内 今日子 氏 

参加人数： １７名 

 

 

 

 

 

 

クラウドファンディングセミナー～ 知っておきたい！ＮＰＯ活動資金獲得のシカタ ～ 

開催日時： 平成 29年 2月 19日（土） 10：00～12：00 

会   場： 美郷町住民活動センター 

講座内容： 

講   師： 

・クラウドファンディングの概要や利用方法等の説明 

秋田魁新報社 経営企画室室長 田口 清洋 氏 

・クラウドファンディングの利用体験談等 

湯沢ストリート村 実行委員 葛西 英樹 氏 

・ＮＰＯへの融資に関する情報、CB/SB支援情報 

日本政策金融公庫秋田支店 融資第二課長 堀井 知行 氏 

・ＮＰＯ向けの補助金に関する情報、団体支援活動情報 

(特活)秋田県南ＮＰＯセンター 理事 髙橋 茂 

(特活)みさぽーと 出雲 広大 氏 

参加人数： ７名 
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ＮＰＯ法人の事務まるごとセミナー 

開催日時： 平成 29年 3月 8日（水）13：00～15：45 

会   場： 秋田県南部男女共同参画センター 

講座内容： 

講   師： 

・会計ソフトの解説と実践、マイナンバー事務対応を解説 

ソリマチ株式会社  斉藤 健司 氏 

・改正ＮＰＯ法の解説 

(特活)秋田県南ＮＰＯセンター 

今 拓也 （ＮＰＯ派遣相談員） 

・融資、CB/SBへの支援の情報提供 

日本政策金融公庫 秋田支店 

融資第二課長  堀井 知行 氏 

参加人数： １７名 

 

 

 

２． 協働の人材育成に関する講座 

若者向け協働セミナー① 「協働の実例を知り、何ができるか考えよう」 

開催日時： 平成 28年 5月 6日（金） 13：20～15：10 

会   場： 秋田県立増田高等学校 農業科学科教室 

講   師： 横手あんしん見守りネットワーク協議会 事務局長 髙橋 茂 氏 

講座内容： ・協働を知る 

・協働の実践事例紹介（よこて見守るｎｅｔ） 

・どんな協働の活動ができるか？参加者で話し合い、 

発表した。（ワークショップ） 

参加人数： ３１名（農業科学科３年生、教員） 

 

 

若者向け協働セミナー② 「若者あきた地域ネットワーク交流会」 （出展団体参加） 

開催日時： 平成 28年 11月 12日（土） 13：30～16：00 

会   場： 湯沢市ふるさとふれあいセンター（かしま館） 

講   師： （特活）秋田県南ＮＰＯセンター 今 拓也 

（NPO派遣相談員） 

南部市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ長 高城 憲子 

秋田県南若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝよこて 土田 翔人 

講座内容： ・「若者あきた地域ネットワーク交流会（県南地区）」に出展団体として参加。 

・全体発表やブース発表・相談対応を通じ、協働の概念や具体的な事例、協

働のコーディネイトができる等の紹介。 

・地域と若者とのつながりや何ができるか？について、参加者と意見交換。 

参加人数： ６０名 
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若者向け協働セミナー③ 「協働のだいご味を体験！アイディアの”まぜごはん”ワークショップ」 

開催日時： 平成 29年 2月 20日（月） 13：30～15：30 

会   場： 秋田県南部男女共同参画センター 

講   師： 平元 美紗緒 氏 （まちづくりファシリテーター） 

講座内容： ・協働の概念を事例紹介も交え説明。 

・協働のアイディアを考える、まとめる、ふりかえる。 

情報を参加者全員で共有。（ワークショップ） 

参加人数： １２名 

 

 

 

３．ＮＰＯ活動調査 

実施方法  県南地域のＮＰＯ法人・市民活動団体等を対象にアンケート形式による調

査を実施。活動内容や頻度・運営状況・報告書作成・困り事等を把握し、地

域団体個々の現状や課題・ニーズなどを知り、今後の支援活動等に活か

す。 

対象および

回答団体数： 

ＮＰＯ法人  対象  ８４団体     回答  ３１団体 

任意団体   対象  １１２団体   回答  ３４団体 

※ ＮＰＯ法人の中には、所在地が不明なものや公表されている住所では郵送物

が届かない団体も多くあった。 

※ 任意団体については、サポセンが独自に収集した団体情報がわかる団体に 

向け発送した。 

集計結果： ＮＰＯ法人・任意団体別にアンケート項目を集計、資料化した。 

 

 

 

（４） 事業総括 

メイン事業である「多様な主体が集う地域課題検討協議会」は、それぞれの地域の住民が行政

とは異なる視点から普段感じている課題について話し合い共有することから始まる。そのため課

題解決のための実践活動は住民自らが主体となる意識が生まれ、それを行政や企業、団体等多

様な人たちがバックアップしていくことで、より効果的なスキームができあがる。そのような考えの

もと、協議会運営から実践活動を支援できたことは大変良かったと考えている。どの地域について

も苦労したのは、協議会を作る初期段階における参加意識をどう持ってもらえるかである。どの地

域においても課題は山積みかつ難解であり、すでに会議や集会が多数存在する中で他より優先

し参加していただくことは大変苦労する作業であった。しかし、そのような難解な作業を経て具体

的なとりくみまでコーディネートできたことには感慨深いものがある。次年度以降は通常の支援業

務の中でフォローしていくことになるが、ひとつひとつの取り組みがまだ緒についた段階であり目

が離せないものである。 

ＣＢ立ち上げ支援においては、主に5つの団体を支援してきた。それぞれ思いを持って立ち上げ

ようとしているものであり、丁寧な相談や助言を心がけることで着実な起業につながると考えてい

る。尚、28 年度に支援してきた中から 2 つの団体が 29 年度の秋田県のＣＢ事業補助金に手を上
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げる予定である。 

クラウドファウンディングセミナーは湯沢市と美郷町計 2 回開催した。新しい資金調達の方法とし

て地域の個人や団体にも関心が高いことを実感した。 

 ＮＰＯ法人のまるごと事務セミナーは、ＮＰＯ法人手続きが厳格化される中、また、ＮＰＯ法改正に

伴い、会計処理や手続き業務について不安を抱えていることが浮き彫りとなり、関心の高さが感じら

れた。 

 あきたＮＰＯ会議、ＣＢ協働大報告会では、3センターが連携しながら運営できたこと、県南、中央、

県北それぞれの地域の方々が互いの取り組みを共有することで刺激と参考にすることができたこと

はとてもよかった。 

 全体を通して丁寧な支援を心がけてきたことが一定の成果に結びついていることを感じるとともに、

限られた期間の中でこれらの成果を出すことのスケジュール的な難しさを実感した一年でもあった。 

以 上  
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〈共助による除排雪等支援事業（県南地区）〉 

１．事業概要 

事 業 名 共助による除排雪等支援事業（県南地区） 

事業目的 

 

 

高齢者世帯等の除排雪支援など、地域課題の解決を目指す自治会、町内会等の団体

に対して、活動するための組織化や継続した活動を行うための支援を行うなど、体

制の構築と強化を図ることを目的とする。 

実施時期 平成２８年４月２５日～平成２９年３月３１日 

受益対象者 自治会、町内会等の地域自治組織、一般市民、企業 

委託総額（円） ３，２８４，４９６円（委託先：秋田県） 

 

【数値目標と実績】 

 目標 実績 

共助組織立ち上げ 3 3 

 

２. 事業内容 

（ １ ） 説明会等の実施 

高齢者世帯等の生活課題の解決を図る団体の活動を活性化する気運を醸成するほか、地域の

課題を把握するため、自治会や町内会等の団体の代表者等を対象に既存組織の活動事例の紹

介などの説明会やワークショップを開催する。 

（ ２ ） 団体等の立ち上げ支援 

高齢者世帯等の生活課題の解決を図る団体の立ち上げを促進するため、活動を行う意欲のあ

る自治会や町内会等の団体に対して、個別に事例等の紹介や助言等のほか、関連する補助金

等の情報提供や事務手続きの支援を行う。 

（ ３ ） 団体の継続した活動に対する支援等 

高齢者世帯等の生活課題の解決を図る団体の活動の継続支援として、活動している自治会や

町内会等の団体の活動状況を把握し、継続した活動をするために必要な体制等に関して助言

するなど、継続した活動につながる支援を行う。 

（ ４ ） 団体同士の連携強化に対する支援等 

活動している団体同士の連携を図るため、地域ごとに共助組織が参集し、情報交換や協働の

取組の実施を推進するなど、団体同士の連携強化につながる支援を行う。 

 

３. 成果 

【共助組織等の立ち上げ団体】 

羽後町  堀回除排雪共助会（H28.9.10設立）県の補助金申請についても支援 

湯沢市  須川権現共助隊（H28.10.18設立）県の補助金申請についても支援 

横手市  ふくち共助組合（H28.12.11設立）県の補助金申請についても支援 
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〈保呂羽地域活性化プラン策定委託事業〉 

１．事業概要 

事 業 名 保呂羽地域活性化プラン策定委託事業 

事業目的 

 

 

保呂羽地区の現状は少子高齢化や後継者不足など課題がある。こうした問題解決の

ために、地域活性化に向けた取り組みが必要である。地域住民の問題や悩み等を探

り、より良い地域環境づくりの推進を図り、保呂羽地区自治会が将来的にも地域の

運営母体となってその役割を担い、住民の活動や交流などを支援するための活性化

プランを策定する。 

実施時期 平成２８年７月２１日～平成２９年３月１５日 

実施場所 秋田県南ＮＰＯセンター神明町分室 

従事者の人数 ４名 

受益対象者の 

範囲及び人数 

横手市大森町保呂羽地域住民 （１９５世帯 ５４４人） 

委託総額（円） ３，０７９，１８８円（委託先：保呂羽地区自治会、総務省事業） 

 

２. 事業内容（仕様書より） 

（１）住民に愛読され理解と行動できる活性化プラン策定 

（２）地域運営組織等の検討委員会の実施 

（３）住民の村づくりへの参加促進するためのアンケートの結果分析 

（４）住民参加型の各世代参加のワークショップの開催 

（５）地域の問題、課題や地域を担う人材の育成などの方策 

 

３. 実施状況  

・住民アンケートの実施 

  調査期間        平成２８年８月１０日～９月１５日 

  調査方法        配布・回収、その他地域の現状調査協力地域支援員１５人に委嘱 

  アンケート調査対象者数 （中学生以上）５３１人 

  回収人数        ４５５人（回収率８５．７％） 

 

・ワークショップ「暮らし続けたい保呂羽を語る会」の開催（全戸にチラシで周知） 

  日時   １０月２５日（火）１９：００～ 

場所   前田公民館 

参加人数 ２０名 

 

・地域活性化プラン検討委員会の実施（１１月から１月まで全６回開催） 

 委員９名を選出（若者、主婦、子育てママ、高齢者など自治会で選出） 
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事 業 名 福島県ふるさとふくしま帰還支援事業 

事業内容 

 

 

東日本大震災により県南地区に身を寄せている避難者に対し、直接的・間接的な支

援事業を協議会（東日本大震災による避難者を支援する秋田県南連絡協議会、構成

団体等：秋田県（県南 3 地域振興局）・県南各市町村・ＮＰＯ）を組織して実施。

当法人はその構成団体として参加。主に事務局機能を担う。 

● 連絡会議の開催         ● 避難者の生活設計支援 

● 避難者交流サロン開催事業    ● 交流サロンだより発行業務 

● 交流イベント開催事業      ● アンケート調査及び集計業務 

● 福島県の現状等を伝える交流会開催事業 

実施時期 平成２８年６月１日～平成２９年３月３１日 

実施場所 秋田県 県南地区 

従事者の人数 ３名（事務局員として） 

受益対象者の 

範囲及び人数 

東日本大震災により県南地区に身を寄せている避難者 

その支援団体・ボランティア、行政、一般市民、企業 

事業総額（円） 協議会の補助金総額 １，０００,０００円 

 
この事業も５年目となる。今年度も県南地区に身を寄せる避難者に対して、様々な支援ができた。

それは、交流の場（サロン、イベント）といった直接的なものからコミュニティーの形成維持やそ

のコーディネーター育成といった、ふるさと帰還後にも活きる内容であった。また、新たに「福島

県の現状等を伝える交流会」を２回開催した。秋田県での避難生活後、福島県に帰還し現地で生活

や支援活動を始められた方からの“生の声”は、福島の今を知り情報交換ができる機会がもて、好

評であり意義の高いものとなった。 

大震災から６年が経ったものの、避難者が抱える問題や課題等は未だ尽きない状態にある。その

ため、今後も同様の体制にて継続支援していく方針である。 
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秋田県南部男女共同参画センター 
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